
名古屋駅前校 3 月期イベント お知らせ 
2021 年 3 月期各種イベントのお知らせをさせて頂きます。全て 2020 年度の現学年になります。 

随時募集を開始しております。キャンセルに関しましては前日 20 時まで無料とさせていただきます。 

たくさんのご参加お待ちしております。  

項目 日時 対象（定員） 内容 料金（会員/一般） 読み取りコード 

春トレ 

U-5･6 

3 月 25 日（木） 

11:10～12:00 

年中・年長 

（8 名） 

一般参加可能 

現学年での開催となります。 

左記学年が対象の通常 

スクールになります。 

￥1,100-/1 名 

※EX チケット可 

 

春トレ 

Jr.1 

3 月 25 日（木） 

12:00～13:00 

小学 1･2 年生 

（18 名） 

一般参加可能 

現学年での開催となります。 

左記学年が対象の通常 

スクールになります。 

￥1,650-/1 名 

※EX チケット可 

 

春トレ 

Jr.2 

3 月 26 日（金） 

11:00～12:00 

小学 3･4 年生 

（18 名） 

一般参加可能 

現学年での開催となります。 

左記学年が対象の通常 

スクールになります。 

￥1,650-/1 名 

※EX チケット可 

 

春トレ 

Jr.3 

3 月 26 日（金） 

12:00～13:00 

小学 5･6 年生 

（18 名） 

一般参加可能 

現学年での開催となります。 

左記学年が対象の通常 

スクールになります。 

￥1,650-/1 名 

※EX チケット可 

 

強化集中 

トレーニング 

3 月 29 日（月） 

16:00～18:00 

強化クラス限定 

小学 2～4 年生 

※現学年 

2020 年度後期・2021 年度前期 

両強化クラス対象となります。 

現学年での募集となります。 

￥3,300-/1 名 

※EX チケット 1 枚可 

割引 1,650-/1 枚 

 

1day 

トレーニング 

（昼食付き） 

3 月 30 日（火） 

9:00～16:00 

小学 2～4 年生 

（20 名） 

一般参加可能 

1 日集中型！ 

昼休憩に座学を行い、 

頭と体で成長します！ 

※昼食は持参無し！ 

￥7,000-/1 名 

 

1day 

トレーニング 

（昼食付き） 

4 月 1 日（木） 

9:00～16:00 

小学 4～6 年生 

（20 名） 

一般参加可能 

1 日集中型！ 

昼休憩に座学を行い、 

頭と体で成長します！ 

※昼食は持参無し！ 

￥7,000-/1 名 

 

春トレ 

Jr.2 

4 月 2 日（金） 

11:00～12:00 

小学 3･4 年生 

（18 名） 

一般参加可能 

現学年での開催となります。 

左記学年が対象の通常 

スクールになります。 

￥1,650-/1 名 

※EX チケット可 

 

春トレ 

Jr.3 

4 月 2 日（金） 

12:00～13:00 

小学 5･6 年生 

（18 名） 

一般参加可能 

現学年での開催となります。 

左記学年が対象の通常 

スクールになります。 

￥1,650-/1 名 

※EX チケット可 

 

強化集中 

トレーニング 

4 月 2 日（金） 

15:00～17:00 

強化クラス限定 

小学 4～6 年生 

※現学年 

2020 年度後期・2021 年度前期 

両強化クラス対象となります。 

現学年での募集となります。 

￥3,300-/1 名 

※EX チケット 1 枚可 

割引 1,650-/1 枚 

 

 

 



※ご来場時には通常スクール開催時のスクールマニュアルに沿って、 

消毒・検温等お忘れないようお願い致します。 

※参加費のお支払いは当日フロントにてお願い致します。 

※駐車券割引サービスはございませんので、予めご了承ください。 

お車でのご来場の場合は近隣パーキングのご利用をお勧めしております。 

【 場 所 】 マルバサッカースクール名古屋駅前校（Z FUTSAL SPORT 名古屋駅前） 

        屋外、屋根付き人工芝フットサルコート 

【 持ち物 】 シューズ（スパイク不可）、飲料 他各自必要なもの 

【お申し込み】 表内の申し込みフォーム or フロント電話予約 

【 その他 】 キャンセルの場合は前日 20 時までにフロントへお電話ください。 

        ※キャンセル料無料にて前日 20 時までのご連絡は対応させて頂きます。 

雨天のみの場合は開催致します。 

中止等の場合には開始 1 時間前までに当スクールブログをご確認ください。 

【 注 意 】 親御様の観覧につきまして、集まってのご観覧はご遠慮ください。 

        観覧エリアに長時間とどまらないようにお願い致します。 

        換気の為で入り口は随時開放致しますので、なるべく外エリアにてご観覧ください。 

        貸出ベンチコートはスクール生及び親御様への貸し出しは致しませんので、 

        各自対策準備をした上でご来場ください。 

        プレー中のマスク着用につきましてはご家庭のご判断にて 

着用、脱着をお願い致します。 

 

【1day トレーニングについて】 

9:00 集合 / 9:00～12:00 午前トレーニング / 12:00～13:00 昼食・午前の部振り返り 

 / 13:00～14:00 座学 / 14:00～16:00 午後トレーニング / 16:00 解散 

※お預かり可能時間 8:30 以降・夜 20:00 までであれば施設内にてお預かり可能です。 

          解散時間後はクラブハウス内にてお迎え可能時間までお預かり可能です。 

          朝早めにお預かりの場合や、解散後のお預かりは前日までにフロントに 

          お伝えいただけましたら、コーチが対応させて頂きます。 

          宿題や課題などをお持ちさせて頂けますと、解散後に行えます。 

（持ち物） シューズ（スパイク不可）、飲料（追加分はご用意致しますので最初は中身を 

入れてください。）、着替え（お昼にお着替えをする場合にご用意ください。）、 

      サッカーノート（振り返りや座学にて使用します。）、筆記用具 他各自必要なもの 

 ※昼食に関しましてはエリアパートナーシップ契約をさせて頂いている茶懐石料理「上京」様にて 

  子供達の為に丹精込めた手作りお弁当を作って頂きます。各自でのご準備は必要ありません。 

 ※アレルギー等をお持ちの方はお申し込み後、フロントまでお電話もしくは口頭にてお伝えください。 

 

 

 

 

 

マルバサッカースクール名古屋駅前校（フロント/ZFUTSALSPORT 名古屋駅前）052-433-7718（13~22 時） 


